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食堂・満席

【2019 令和初　信徒大会】共に喜びを持って福音を伝える教会


−現代における宣教小共同体のあり方−

竹原　徳男

　前日からの雨も上がり、秋の澄んだ空気の中107名一
堂に会した第17回苫小牧地区信徒大会。信徒の、信徒
による、信徒のための大会。どこかで聞いたことがあ
るセリフだが、♪私たちは神の民♪という聖歌が伝え
る通り、神の民を“神民”と書くと“じんみん”と読
めるから偶然だ。	

【司会】 
自分が初めて信徒大会に参加
したのは受洗初々しかった4年
前のこの会場。令和になって
初の信徒大会に恐れ多くも司
会の召命をいただいた。これ
だけ多くの人を前に緊張しな
いわけがなく、手のひらに
「の」を書いて隠れて飲んだ
り、思い出したように祈った
り、「人と思うなカボチャと
思え」の言い伝えがひらめく
も、困ったことにどうしても
カボチャに見えない。それは
当たり前だろう！とその場で
自分を戒めた。後日、ハロウ
インのカボチャを見ても信徒の顔に見えなかったこと
が戒めの正しさを証明した。	

【勝谷司教来賓講話】 
　大会テーマに対し司教が準備して下さったのは、外
国からの援助派遣がなくなり、教会維持管理や司祭不
在などの課題背景に対し「小共同体」醸成への試行錯
誤の中でご自身が身を持って体験された「失敗談」
だった。子は親の自慢話には興味を示さないが、親の
失敗談となると目を輝かせて半分馬鹿にしながら聞く
（うちの子だけか？）もので、自分も「失敗談」とい
う言葉に興味深く聞き入った。	
（以下に内容をかいつまんで紹介します）	

失敗１．建物に頼らない教会へと考えたが。。。 
「建物ではなく、活きた信仰共同体であり続けること
こそ重要。宣教の力を養う“居場所”としての教会に
必要なのは要理知識ではなく共感である」と建物より
マインドに重きを置こうとする中、静内教会や紋別教
会の教会維持存続への強い熱意を受け、教会（建物）
はカトリックがここにあるという地域のシンボル、宣
教の拠点と考えたら？と気づかされたとお話が合っ
た。	

失敗２．家庭集会の浸透を目指したが。。。 
「自分でビジョンを持ち」「自分で教会を維持し」
「自分で宣教する」すべて信徒で行えるような3自教会
を目指し、地区集会を核とするという室蘭教会の活動

は当時先進的だったと振り返られた。毎週室蘭6地区で
家庭集会祭儀。やりかたも個性的に、家庭の雰囲気の
中で異教徒のご主人がいようとその場でわかちあい、
後日教会で発表。「ミサより面白い」「神父にも言え
ない話ができた」とその時はうまくいっていたが、数
年後それはいつの間にかなくなっており、この事が失
敗例として語られる。小野幌でも結局強く推し進める

神父が現れず収束した。何が失
敗だったのか？	

失敗３．わかちあいアレル
ギー？？？ 
毎週教会で会っているにも関わ
らず知りえなかった相手の苦悩
が家庭集会でのわかちあいで掬
いあげられた例が紹介され、自
分から打ち明けられない人に
とってわかちあいは有効と思わ
れた一方、教会によっては「わ
かちあいアレルギー」を持つと
ころもあり、小共同体ビジョン
はあるが遅々として進まず、ど
う進めるべきか悩むという失敗

例が紹介された。	

失敗４．私たちを神父の色に染めてください？？？と
言われて 
昔は司祭が中央で信徒を束ねる司祭中心組織（第一段
階）で共同体の交わりはなかった。やがて教会に奉仕
などの部が現れ信徒が役割を分担し維持（第二段階）
していくようになるが、教会でやっていることと現実
生活とのつながりが見えないなど教会への不満や役割
の意味合いに疑問を抱く（第三段階）ようになった。
教会の手伝いだけでいいの？神父に言われたからやる
の？石鹸買うにも神父の了解・決済が必要？そこまで
神父の色に染まりたい？見直しには痛みを伴うが、教
会の色は信徒が作る色だと司教は信徒の自主性を訴え
た。	

これからの教会は弟子たちの教会（第四、第五段階）
へ。今できることはチャレンジと試行錯誤 
自分がキリストから与えられた使命を感じ、司祭から
命令されるのではなく「神に呼ばれて」行いをする
「信徒が作る教会」（第四段階）。さらに小共同体の
有機的つながりにより運営される教会（第五段階）。	
組織というより自然に自分の居場所を作れるようなグ
ループをつくるという方法もOK。所属しなければなら
ない、分かち合いしなければ、という強い負担感では
なく、自分の関心や悩みを話したり映画を見るなど、
「それを通じて人が集まって、それが常にそこで開か真駒内教会聖堂

ほぼ満席

山鼻教会聖堂

噂の納骨堂　カトリックセンター

曜 午　　　前 午　　　後
1 日 ミサ9:30  　営委員会
2 月
3 火 恵愛病院訪問 10:00
4 水 OPC 10:00 小学英語クラス15:30
5 木 入門講座　18:00
6 金 セシリアコーラス　9:30
7 土 ミサ10:00 掃除当番（白鳥） クリスマス飾り付け
8 日 ミサ（新海師）　9:30  黙想会（昼食持参） 黙想会
9 月
10 火
11 水 OPC 10:00 小学英語クラス15:30
12 木 入門講座　18:00
13 金 セシリアコーラス　9:30
14 土 ミサ10:00 掃除当番（白鳥）
15 日 ミサ9:30 共同回心式（ミサ中）
16 月
17 火
18 水 OPC 10:00
19 木 恵愛病院クリスマスお祝い会　13:45 入門講座　18:00
20 金 セシリアコーラス　9:30
21 土 ミサ10:00 クリスマスコンサート13:30
22 日 集会祭儀　9:30 
23 月
24 火 クリスマスキャロルと降誕夜半ミサ20:00ミサ後お祝い会
25 水 クリスマス日中ミサ　9:30 ミサ後お祝い会
26 木
27 金
28 土 ミサ10:00 掃除当番（白鳥）
29 日 聖家族の祝日ミサ9:30　ミサ後茶話会
30 月  
31 火
1 水

2019年12月　教会行事予定表



４．議　事： 

　4.1 第１７回苫小牧地区信徒大会の感想と反省について 

・感想文は、竹原さんに依頼　　・分ち合いは、本来の意から外れない 

・余分の栞は、受付に置く（少し多めに作成）　・食事と分ち合いは、別に実施 

・マイクの音量調整要　・講師の資料は、事前に必要 

・今後の大会の会場は、苫小牧教会に依頼して、静内教会の方たちが参加しやすくしてはどうか、地区連協で検  

  討（２年に一回で良い） 

・指定席の配置要検討　壇上への昇降階段少し難あり　　等 

　4.2 バザー益金の配分について 

　　　・台風による災害支援（千葉・福島等）１０万円、・胆振東部地震支援　１０万円 

　　　・室蘭社会福祉協議会　５万円、・カンボジア（海星学院経由）３万円 

　　　・ＭＡＣ　２万円　・家庭支援センター　２万円　ＪＯＣ支援　２万円 

　　　・マサカーネ支援　２万円　・ＮＨＫ歳末助け合い募金（残金） 

　4.3秋のレクリェーションバス旅行(バスで真駒内教会、札幌教区カトリックセンター、山鼻教会訪問について 

・ほぼ晴天に恵まれて11月4日実施された　当教会　３２人　　登別教会　１０人参加（昼食は各自自由） 

・各教会への献金として　￥５００／人頂く 

・各教会内見学と交流　８：００出発　１７：５５頃戻り　無事終了　感謝 

  4.4待降節の黙想会について（講師、日時等） 

　　　１２／８（日）講師：新海神父様（苫小牧教会主任司祭）　ミサ中第１講話　午後より第２講話　　テーマ―は，待降
節に相応しいもの依頼（現時点未定） 

　4.5クリスマスツリーの新替えについて　　一万円位のもの、新規購入決定（ネット・ニトリ等で調査） 

　4.6クリスマスプレゼント用小冊子と菓子袋について　　　小冊子30部購入と菓子袋20個用意　決定 

　4.7クリスマスチャリティーコンサートについて 

・１２／２１（土）　１３：３０～　於：東室蘭教会聖堂 

・プログラム（栞）の作成と部数は、例年通りとする 

・ポスター作製　岩泉さんに依頼　　・ピアノの移動は一週間前とする 

・スリッパの数要確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　4.8教会看板の新替えとホール建物の教会名の色替えについて 

　　　・外壁面の教会名手入れと、外看板の新替え実施（業者に見積依頼） 

  4.9その他 

　　　・郵便物、新聞等の受入れ箱正面玄関のフード内に設置（2019-10-26） 

　　　・今年最後の草刈り実施（１０／２７） 

　　　・枯葉、小枝の搬出〈10/31(木)〉、伐採した木材は、協和ハウス搬出〈11/1(金)〉 

　　　・さくらカフェ再開〈11／16（土）〉 

      ・カルメル修道院製クッキー発注済（例年通り５０個）　　　　 

　　　・神父様の霊名、誕生祝（１１／１７）は、女性部に依頼　 

5.　司祭の予定　　　 

　5.1 ライヤ師の予定 

　　　１１／９（土）宣教司牧評議会〈札幌〉１１／１７（日）苫小牧地区連協議会〈苫小牧教会〉 

　　　１１／１９（火）北海道カトリック学園理事会〈札幌〉１１／２８（木）北海道カトリック学園園長会議 

　　　１２／１日（日）～３日（火）唐崎メリノールハウス（京都） 

　　　１２／２０（金）札幌司教区司祭評議会 

　5.2 ミサ・集会祭儀の予定 

　　　　11/3  ライヤ師　11/10  集会　　11/17  ライヤ師　11/24　集会 

　　　　12/1  ライヤ師  12/8   集会　　12/15  ライヤ師　12/22  集会  12/29  ライヤ師 

１１月　 

　３日（日）　七五三の祝福式（ミサ中） 
　　　　　　　　ミサ後運営委員会 
１０日（日）　壮年部、女性部例会、 
１７日（日）　死者の為のミサ 
　　　　　　　ライヤ神父霊名記念日・誕生日の 

　　　　　　　お祝い 
　　　　　　　苫小牧地区連絡協議会　 
　　　　　　　14:00（苫小牧教会） 
２４日（日）　待降節前の大掃除、 
　　　　　　　　待降節のリース作り

１２月　 

 １日（日）　待降節第１日曜日；ミサ後運営委員会 
 ８日（日）　待降節第２日曜日；壮年部女性部例会、クリスマス飾り付 
１５日（日）　待降節第３日曜日；ミサ中共同回心式 
１９日（木）　恵愛病院クリスマスお祝会訪問　１３：４５ 
２１日（土）　クリスマスチャリティーコンサート　１３：３０ 

２２日（日）　待降節第４日曜日 
２４日（火）　クリスマスキャロルと降誕祭夜半ミサ　１９：００^　 
                  ミサ後お祝会 
２５日（水）　クリスマス日中ミサ９：３０～　ミサ後お祝会 
２９日（日）　聖家族の祝日（東室蘭教会保護者）ミサ 

　　　　　　　　９：３０～　ミサ後茶話会

2019年度第7回運営委員会 議事録

2019年11月3日㈯11:00〜13:15


　議事録１．は、開催日時は表題のとおりです。議事録３．は出席者名で省略します。

３．報　告　　 
　3.1　11月、12月の予定

　3.2 その他 

　　＊２０１９年度第１７回苫小牧地区信徒大会無事終了 

　　　　　１０／２０（日）海星学院高等学校　ベネディクトホール     １０：３０～１５：４５　指導者：カトリック札幌司教区教区長　 

　　　　　ベルナルド勝谷　太治　司教 

　　　　　　　　　　　　　　　共に喜びをもって福音を伝える教会             －現代における宣教小共同体のあり方－　　　　　 

　　　　　次回の苫小牧ブロックの皆様の健康とお恵みを願って幕を閉じた。 

　3.3 財務報告　　　　　　２０１９年度10月迄の報告あり、現時点では、特に問題ない。 

れていて自分の信仰、信仰者の居場所を満たす場にな
るならばその多様性は良し」と考えている。活きた共
同体はチャレンジしており、やれば必ず実りはある。
体験からの失敗を通して、答えは見つかっていないが
試行錯誤しながら一緒に考えていきたいと締めくくら
れた。	
現在東室蘭教会で実践されているセシリアコーラス、
コットンクラブ、OPC、カフェ、文化展などの活動は自
主発生的に、信者・未信者の別を問わず、人の集いや
趣味を通じて“居場所を満たす”というキーワードに
バッチリあてはまってますね。数々の失敗を通じなが
ら試行錯誤を繰り返し、良いもの（小共同体）として
根付いていくのだなと実感しつつ、「教会が我々に何
をしてくれるかではなく、我々が教会のために何がで
きるかだ」と、またどこかで聞いたことがあるセリフ
が。。。	

【わかちあいは信徒大会のメインイベント】 
勝谷司教の講話のあとは場所を移して13グループにわ
かれての食事と分かち合い。わかちあい前の自己紹介
（わかりあい）、やや茶話会的にそれは始まり、互い
を知ればやがて話の花が咲き乱れ、幼児洗礼の児童時
代ならではの悩み、昔の神父は怖かった、家族内で宗
教が違う、「めでたし聖寵満ち満てる。。。」の響き
の美しさから未だに抜け切れない、など昔と今との宣
教の違いについて話された。それにしても初対面の人
たちでよくこれだけ盛り上がれるものだと、信仰の見
えない糸の強さに自分でも感心した。	

最近東室蘭教会はミサ・集会の前に鐘を鳴らすことが
とても“教会らしさ”を醸し出していて自分はとても
気に入っている。以前は「きっとヒモを引っ張ったら
壊れるからに違いない。落ちてくるとか」など勝手に
納得していたのだが、教会の鐘はまさに「音で訴える
宣教」だと思う。そんな話をしたら「うちの教会には
鐘がない」「うるさいという苦情があってから鳴らさ
ない」という教会もあり、地域で事情は様々だった。
静内教会の教会存続に触れ、教会の建物・看板・十字
架はまさに「目に訴える宣教」「シンボル」で、その
もの自体がすでに宣教の意味があるのだと認識した。
耳にする鐘の音。目に見える建物（何と言っても東室
蘭教会の御聖堂は北海道建築奨励賞！）。では心の置
き場である「信仰」をどう広める？どう深める？まず
はわかちあいからですね。	

【司会】 
ご当地出身の勝谷司教をお迎えしての大会とあって、
皆様にとりましても大変実りの多い大会ではなかった
かと思います。当番教会の皆様による時間をかけた準
備に加え、やさしい神父の厳しい精密チェックのおか
げで、大波小波を乗り越えることができました。司教
様はじめ３名の神父様、大会にふさわしい挨拶を準備
くださった実行委員の皆様、快く会場を提供ください
ました海星学院高校の皆様、最後まで司会することを
赦して下さった寛容な皆様のおかげで無事閉会を迎え
られたことに感謝。そしてこの集いに私たちをお導き
くださった神に感謝します。次回も元気にお会いでき
ますように。	

 

クリスマス 
チャリティーコンサート 
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12月21日  土曜日


